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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 
＜ソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞ 

 

＜本日のゲスト＞ 

          川原 節夫 様 

＜本日のビジター＞ 

    一宮中央ＲＣ 春木 和美 様 
 

＜会長の時間＞  会長 清水 幸平 

 

 

 

 

 

 

先週末 COP10が閉幕しました。名古屋議定書が採択され成

功裏に終わったといわれます。しかし先進国と途上国の利

益配分の駆け引きばかりが大きく報道された COP10 だっ

たように思います。 

そもそも COPとは何でしょう。「Conference Of the Parties」

の略で、締約国会議という意味だそうです。今回は、多様

な生き物や生息環境を守り、その恵みを将来にわたって利

用するために結ばれた生物多様性条約の 10 回目の締約国

会議「COP10」が開催されたわけです。 

ではこの生物多様性とは何でしょうか。「生物多様性」と

はあらゆる生物種の多さと、それらによって成り立ってい

る生態系の豊かさやバランスが保たれている状態を言い、

さらに、生物が過去から未来へと伝える遺伝子の多様さま

でを含めた幅広い概念です。 

私たちは生物多様性からの恵みに支えられて生きていま

す。食べ物、材木、衣服、医薬品。私たちが生きるために

必要な酸素は植物などによって作られ、汚れた水も微生物

などによって浄化されています。生物多様性は、私たちの

生活になくてはならないものです。 

ですから私たち人間が生きていくためにはこの生物多様

性を守っていかなければなりません。国の政策として行う

こと、各企業が実施することなどあるでしょう。私たちの

日々の生活の中でできることもあると思います。その中の

一つが「勿体ない」という考え方です。資源を無駄にしな

い。また食べ物を残さない。不必要な殺生はしないという

ことです。 

本日は、川原節男さんに来ていただきました。飛騨の伝統

料理の伝承に尽力なさっておられます。きっと昔の人は食

べ物を大事にして無駄にはされなかったことでしょう。素

材を大切にして調理されていたのではないかと思います。 

今一度「生物多様性」を再確認し、日々の生活の中に生か

していきたいと思います。 

 

＜幹事報告＞     幹事 大保木 正博 
 

＜高山市デンバー市姉妹都市 

提携 50周年記念事業実行委員長より＞ 

◎デンバー・ムニシパル・バンドの来高のご案内 

・ミニコンサートｉｎ久々野 

１１月１９日（金）１３：００～ 

久々野中学校 

・デンバー・ムニシパル・バンド 

＆高山市民吹奏楽団ジョイントコンサート 

１１月２０日（土）１８：３０～ 

高山市文化会館 大ホール 

・ミニコンサートｉｎ荘川 

１１月２１日（日）１４：００～ 

荘川支所 

 

 

 

 

 

 

◆会長  清水 幸平   ◆幹事  大保木 正博   ◆会報委員長  今井 俊治   ◆会報担当 村瀬 祐治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

857 回 
48 名 47 名 40 名 － 85.11% 

前々回 

855 回 
49 名 48 名 30 名 16 名 97.92% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2010～2011年度 高山中央 RC会長テーマ 

「心をつくし、力を合わせて」 

＜出席報告＞ 創立 1991年 5月 20日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600 

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 



第 857回 H22･11.1 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 
 

職業奉仕委員会      山本 委員長 
 

本日の例会は、この地域で職業を通して活躍され賞を受け

られた川原様をお迎えし、共にお祝いして卓話を頂きます。

また、高い倫理基準と公共の価値観を認められ、その模範

を示された川原様の功績を称え表彰させて頂きたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川原節夫様の紹介 

○生年月日     昭和 4年 2月 3日生まれ 
 

○職歴 

昭和 21年～26年 高山市朝日町 料亭金亀館入社修行 

昭和 26年～30年 大丸旅館 料理長 

昭和 30年～   高山市朝日町 割烹川喜創業経営 

○主な表彰暦 

高山市自治功労賞 

岐阜県知事表彰（食品衛生・業界功労） 

岐阜県知事賞岐阜の名工（卓越技能者） 

厚生労働大臣表彰（食品衛生・業界功労） 

厚生労働大臣表彰現代の名工（卓越技能者） 

主な表彰暦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜卓 話＞        川原 節夫 様 
 

本日は調理師として社会に貢献してきた、生涯を語らせて

いただきたい。 

高山市は、宗和流本膳の伝統食文化があります。高山市は

山々で囲まれており、へき地で交通の不便なところであっ

たため食文化が残ったと思います。 

板場の業界は、昔は親分子分として、5～6 名を引き連れ

て料亭に努めていましたが、何か気に食わないことがある

と皆を連れて辞めてしまうために大変であったし、板場さ

んに大変気を使っていたし、仕入なども調理場任せで袖の 

下などもありましたが、私はなんとか阻止をして参りまし

た。 

調理師の仕事は大変厳しく、休みもなく、また先輩のこと

を聞かなければならないことが多く、大変な業界でありま

が、私たち調理人は高山の食文化を残すために頑張ってき

ました。 

高山には昭和 29 年に設立された薩埵（さった）会が、料

亭亭主と料理人と仕入業者との話合いがあり、料理界とし

ては、労働条件や仕入れ金額がしっかりと話し合のもとで

業界としてはとても良い環境と、諸先輩の教えを私たちは

忠実に継承して食文化を継承し 400 年引きついて参りま

した。 

これからも、高山市と食文化を残すために一生懸命頑張っ

て行きたいのでよろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜11 月のお祝い＞ 
 

✿会員誕生日✿ 

仲谷 政美   Ｓ１９年１１月 １日 

高原 清人   Ｓ３２年１１月 ２日 

橋本 修    Ｓ２３年１１月１２日 

山本 辰男   Ｓ２７年１１月２１日 

清水 幸平   Ｓ２６年１１月２６日 

 

✿夫人誕生日✿ 

都竹 太志   あやこ  １１月 ４日 

平林 英一   紀子   １１月 ６日 

村瀬 祐治   ひとみ  １１月 ８日 

高原 武夫   優子   １１月２４日 

松之木映一   洋子   １１月２６日 

岡崎 壮男   さとみ  １１月２９日 
 

✿結婚記念日✿ 

高原 清人   Ｓ５６年１１月 ２日 

足立 常孝   Ｓ５３年１１月 ８日 

岡崎 壮男   Ｈ ４年１１月 ８日 

村瀬 祐治   Ｓ５９年１１月１０日 

山本 辰男   Ｓ５３年１１月１４日 

島  良明   Ｓ５０年１１月１６日 

永田 富次   Ｓ４１年１１月１７日 

和田 良博   Ｓ５４年１１月１７日 

周  信夫   Ｈ ５年１１月２３日 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

本日は 一宮中央ロータリークラブからメーキャップに

参りました。高山中央ロータリークラブの皆様仲良くして

下さい。      一宮中央ＲＣ   春木 和美 様 
 

一宮中央ＲＣ 春木和美様のご来訪を心から歓迎申し上

げます。本日のゲスト 川原節男様 本日はよろしくお願

いします。               役員理事一同 
 

川原節男様 春木和美様 のご来訪を歓迎致します。川原

様にはお忙しい所ありがとうございます。卓話を楽しみに 

しております。              清水 幸平 
 

川原節男様 本日はお忙しい中講師をして頂きありがと

うございます。これからもお体に気を付けて頂きお仕事に

励んで下さい。              平林 英一 

 
 

川原節男様のご来訪を感謝致します。スピーチを楽しみに

しています。               山本 辰男 

 

 

 

 

一宮中央ＲＣの春木和美様のご来訪を歓迎いたします。 

ようこそお越し下さいました。 

高原 武夫  足立 常孝 
 

川原節男様 今日はよろしくお願いします。  

仲谷 政美 
 

本日午前中 高山市表彰式において、日頃の品行方正の賜

物で社会福祉功労を受賞させて頂きました。 

三枝 祥一 
 

先日は、結婚記念日に焼き菓子を頂きありがとうございま

した。29年間の歴史の重さを感じながら頂きました。 

永家 将嗣 
 

先週のコンペご苦労様でした。新宮さん準優勝さすがです。 

橋本 修 
 

本日、早退します。                     田中 雅昭 


